
「ふじりんごふるさと応援大使」

　梅沢富美男さんも藤崎町を応援しています
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青森県藤崎町

ふるさと納税お礼の品カタログ

みなさまの「ふるさと」に対する、貢献したい、応援したという思いを寄附金という形で実現できる制度です。

寄附をしていただきますと、一定部分の金額が所得税やお住まいの自治体の住民税から控除されます。

藤崎町ふるさと寄附（ふるさと納税）とは

ふるさと寄附の申込方法
　ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」、「さとふる」から
お申込みいただくか、以下の手続きによりお申込みください。
①藤崎町ふるさと寄附申込書の提出。
※申込書は町ホームページからダウンロードできます。

　【提出方法】郵便・FAX・電子メール
②藤崎町から納付案内・納付書等の送付。
③送付された納付書等により金融機関でお支払い。
④入金確認後、藤崎町から受領を証明する書類等を郵送。
（当町からの寄附金の受領を証明する書類は、確定申告の
　際に必要となりますので大切に保管ください。

藤 崎 町 の 紹 介
藤崎町は、青森県津軽平野のほぼ中央に位置し、総面積は
37.29 平方キロメートルで、町域には山岳・原野がなく、
農業に適した肥沃な土壌に恵まれています。気候は津軽平
野の中で比較的温暖で、水と緑に囲まれた豊かな自然が四
季折々に彩りを添えるなど、変化に富んでいます。

☆藤崎町はりんご 「ふじ」発祥の地
～生産量世界一の
　   りんご「ふじ」の
　    ルーツはここにあり～
　現在、世界一の生産量を誇るりんごの品種「ふじ」は、
津軽平野のほぼ中央に位置する藤崎町で生まれたりんごで
す。昭和13年、藤崎町に「農林省園芸試験場東北支場」
が創設され、寒冷地の園芸作物に関する広範な研究が行わ
れ、数々の目覚ましい成果を生み出しました。その最大
の成果が「ふじ」の育成です。昭和14年に「国光」を母、
「デリシャス」を父として交配が行われ、昭和26年に初
めて実を付けました。昭和37年、日本を代表する富士山
と藤崎町の一字をとって「ふじ」と命名されました。

藤 崎 町 役 場 　 財 政 課 　 管 財 係
〒038︲3803　青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
︻TEL】0172︲88︲8248　【FAX】0172︲75︲2515　【Mail】kanzai@town.fujisaki.lg.jp
︻町HP】http://www.town.fujisaki.lg.jp/
︻観光情報サイト】http://fujisaki-kanko.jp/
︻ふるさと納税サイト】
　さとふる http://www.satofull.jp/　ふるさとチョイス http://www.furusato-tax.jp/

ふるさと寄附金の活用
～皆さまからいただいた寄附金は次のような　
　　　　取り組みに活用させていただきます～
※①～⑤の中から1つお選びください。
　　 未来を担う子ども達の育成に関する事業
　　 産業の振興に関する事業
　　 健康増進及び福祉の向上に関する事業
　　 スポーツ及び文化の振興に関する事業
　　 その他町長が必要と認める事業
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青森市

黒石市

板柳町

鶴田町

田舎館村

弘前市

五所川原市
つがる市

問合せ先
送 付 先　

常盤加工販売組合
常盤産の熟成黒にんにくを使用したペースト

（150g入り瓶×3本)

黒にんにくペースト

根岸漆器製造直売所
塗り:唐塗、サイズ:直径約20.5g・高さ約3.5cm 、

素材:ユリア樹脂、色:呂上

津軽塗　桜鉢菓子器

根岸漆器製造直売所
塗り:七々子塗、サイズ:直径約15cm ・高さ約2cm 、

素材:木製、色:赤種黒上

津軽塗　銘々皿（2 枚セット）

常盤加工販売組合
常盤産の熟成黒にんにくを使用したペースト

(150g入り瓶×5本)

黒にんにくペースト

(株)テラスビジョン　櫛引農園
青森らしさを詰め込んだ、猫の遊び場にもなるキャビネット

(りんごの木箱をリメイク)とりんごジュース(1ℓ×6本)のセット

りんご木箱で作ったキャビネット &
無添加りんごジュース 6 本セット

根岸漆器製造直売所
塗り:七々子塗、サイズ:横約27cm ・縦約26cm ・

高さ約2cm 、素材:天然木材、色:赤上

津軽塗　菓子器（大）

根岸漆器製造直売所
塗り:唐塗、サイズ:直径約11.5cm ・高さ約1.5cm 、

素材:木製、色:呂上

津軽塗　茶たく（5 枚セット）

根岸漆器製造直売所
お椀 塗り:唐塗、サイズ:直径約11.5cm ・高さ約6cm 、

素材:木製、色:呂上(左)・赤上(右)
お箸 塗り:唐塗、サイズ:長さ約23.5cm 、

素材:木製、色:呂上(奥)・赤上(手前)

津軽塗　お椀・お箸 2 組セット

根岸漆器製造直売所
塗り:七々子塗、サイズ:横約33cm・縦約26cm・

高さ約2cm、素材:天然木製、色:赤上

津軽塗　長手盆（赤七々子）

寄附金　30,000円

津軽塗　菓子器（蓋付き）

根岸漆器製造直売所
塗り:唐塗、サイズ:直径約18cm・高さ約9cm、

素材:ユリア樹脂、色:呂上

藤崎町
マスコットキャラクター

ふじ丸くん

藤崎町
マスコットキャラクター

ジャン坊くん

寄附金　
５０,000円

寄附金　
１００,000円

寄附金　
４０,000円

Apple PAPA ～あっぷるぱぱ～
一年契約でわい化栽培のふじりんごのオーナーに。11月上旬に収穫体験可能
（来られない場合はApple PAPAが責任を持って宅配）。契約いただいた方
にはりんごジュース（小瓶20本又は大瓶6本バラエティセット）をプレゼント。

ふじりんごの木　オーナー制
【あなただけのりんごの木を一年契約】



２０１９．１１．１　現在

寄附金　20,000円

㈲落ちないりんご
りんご「ふじ」ストレート果汁

100％（１ℓ×6本)

ふじの国から
りんごジュース

グランドアップル
100%リンゴジュース

(サンふじ使用)（1ℓ×6本）

100% りんごだけで
作ったジュース

グランドアップル
100%りんごジュース(サンふじ使用)
(1ℓ×5本）、ドライ加工りんご(1袋)

100% りんごだけで作ったジュース
とドライ加工リンゴセット

Apple PAPA ～あっぷるぱぱ～
5品種のりんご（ふじ、王林、シナノスイート、つがる、きおう）100%のジュース

(小瓶180ml)10本セット(在庫状況によりセットとなるジュースの種類と内訳が異なります)

5 種類のりんごジュース
各品種バラエティー10 本セット

(株)青森リンゴ加工
りんごジュース(1ℓ×2本)、りんごジャム(1缶)、
いちごジャム(1缶)、りんごスライスジャム(1缶)

りんごジュース・
ジャム 3 種セット

常盤村養鶏農業協同組合
 こめたま(6個入×2パック)、りんごソース(300ml×1本)、
ウスターソース(300ml×1本)、マヨネーズ(300g×1本)

ときわのこめたまと
りんごソース、マヨネーズセット

常盤村養鶏農業協同組合
りんご本来の味・色・香りの

ジュース(1ℓ×6本)

八峰園のりんごジュース

常盤村養鶏農業協同組合
水や塩、添加物を一切加えていない
完熟トマトジュース(1ℓ×6本)

八峰園のとまとジュース

常盤村養鶏農業協同組合
りんごジュース(1ℓ×3本)、
とまとジュース(1ℓ×3本)

八峰園のとまと・
りんごジュースセット

きくち覚誠堂
ふじりんごのおいしさをどうぞ

（18個入り）

安東太鼓
（あんどうだいこ）

きくち覚誠堂
町内産のりんごと卵を使用したスィーツ2種
(ふじの国かすたぁ～、りんごのすふれ)各6個

世界のふじりんごの
スィーツセット

きくち覚誠堂
米油100%で揚げた『カリカリッ』の
かりんとうまんじゅう(21個入り)

カリカリ
かりんとうまんじゅう

きくち覚誠堂
トキワの赤い卵で作った

ブリュレ（6個入り）

トキワ卵のめちゃ
ウマブリュレ

きくち覚誠堂
ふじりんごのスイーツ

（6個入り）

藤崎りんごの
クラフティー

きくち覚誠堂
「イカスミ」を練り込んだ真っ黒
なシュークリーム（12個入り）

いかすみシュー

常盤加工販売組合
常盤産福地ホワイト6片を使用した
熟成黒にんにく（大玉サイズ3個)

黒にんにく
（大玉 3 個入り）

常盤加工販売組合
黒ニンニクペーストビン

70g×2本入り

黒にんにくペースト
70g 入× 2 本

常盤加工販売組合
高品質な常盤産ニンニクを

1kg箱詰

常盤産ニンニク
無選別バラ1kg

アントルメ佐藤菓子舗
ふじのりんご餡を包んだ

桃山まんじゅう（15個入り）

大の里

アントルメ佐藤菓子舗
ふじ林檎の果実が入った
マフィン（15個入り）

ふじさきマフィン
( 林檎 )

アントルメ佐藤菓子舗
ふじのりんごのクリームパイ

（10個入り）

ふじのりんごの
クリームパイ

アントルメ佐藤菓子舗
ふじのリンゴを使った

アップルパイ

ロングアップルパイ

根岸漆器製造直売所
塗り:唐塗、サイズ:約23.5cm、
素材:木製、呂上(奥)赤上(手前)

津軽塗　お箸
（2 膳セット）

根岸漆器製造直売所
塗:七々子塗、サイズ:直径約14cm、

高さ:約3.5cm、素材:ユリア樹脂、色:赤種黒上

津軽塗　菓子器
（小）

イシザワ菓子舗
生どら焼き(小豆クリーム、キャラメル＆

クラッシュアーモンド)　(各8個)

生どら焼き
「ジャン坊くん」2 種類

イシザワ菓子舗
生どら焼き(小豆クリーム、キャラメル&クラッシュ

アーモンド)（各５個)、ふじりんごパイ(５個)

生どら焼き「ジャン坊くん｣2種と
ふじりんごパイ詰合せ

ホルモンショップあっと
津軽豚の上塩豚ホルモン、上塩豚サガリセット(各500g)

※町内産りんご・にんにくをタレに使用

津軽豚のまっしろ上級塩ホルモン
& やわらか塩サガリセット

ホルモンショップあっと
津軽豚の上塩豚ホルモン(500g×2袋)
※町内産りんご・にんにくをタレに使用

津軽豚のまっしろ
上級塩ホルモン

ホルモンショップあっと
津軽豚の上塩豚サガリ(500g×2袋)

※町内産りんご・にんにくをタレに使用

津軽豚のやわらか
塩サガリ

イシザワ菓子舗
ふじりんごのキャラメルパウンド
(６個)、ふじりんごパイ（５個)

ふじりんごのキャラメルパウンドと
ふじりんごパイ詰合せ

寄附金　10,000円＊＊

※りんごはいずれも期間限定品です。品切れの際はご容赦ください。

「ふじ」発祥の地の美味しいりんごをどうぞ

藤崎産りんご

落ちないりんご
　　高級品サンふじ　５kg

前　田　農　園　
　　　　トキ贈答用　５kg
　　　　　　家庭用　10kg
　　サンふじ贈答用　５kg
　　　　　　家庭用　10kg
　　　　王林贈答用　５kg
　　　　　　家庭用　10kg

唐　牛　農　園　
　　完熟サンふじ　　　　　５kg
　　完熟葉とらずサンふじ　５kg
　　サンふじ・シナノゴールド
　　　　　　　　　詰合せ　５kg

落ちないりんご　　
　　高級品サンふじ　　　　　　　10kg

㈱テラスビジョン 櫛引農園
　　特選・秀逸王林　　贈答用　　12玉

落ちないりんご
　　最高級品サンふじ　　　　　　　10kg

㈱テラスビジョン 櫛引農園
　　特選早生ふじ　　　　　贈答用　12玉
　　特選・秀逸サンふじ　　贈答用　12玉
　　特選サンふじ＆王林　　贈答用　12玉

㈱テラスビジョン 櫛引農園
　　黄王（きおう）　　訳あり品　　５kg
　　葉とらずつがる　　訳あり品　　５kg
　　とき　　　　　　　訳あり品　　５kg
　　早生ふじ　　　　　ご家庭用　　５kg
　　サンふじ　　　　　ご家庭用　　５kg
　　葉とらずサンふじ　ご家庭用　　５kg
　　王林　　　　　　　ご家庭用　　５kg
　　サンふじ＆王林　　ご家庭用　　５kg
　　シナノゴールド　　ご家庭用　　５kg
　　サンふじ　　　　　訳あり品　　10kg
　　サンふじ＆王林　　訳あり品　　10kg
　　葉とらずサンふじ　訳あり品　　10kg

りんご農家さん協力りんご
　　サンふじ　　５kg

寄附金　10,000円

寄附金　20,000円 寄附金　30,000円

㈱テラスビジョン櫛引農園
ストレート果汁100%の

ふじりんごジュース500ml×3本

無添加ふじりんご
ジュース　3 本

㈱テラスビジョン櫛引農園
ストレート果汁100%のりんごジュース3種

(ふじ、王林、金星)各500ml×1本

無添加りんご
ジュース 3 種

寄附金　
15,000円

Apple PAPA ～あっぷるぱぱ～
5品種のりんご（ふじ、王林、シナノスイート、つがる、きおう）100%のジュース

(小瓶180ml)20本セット(在庫状況によりセットとなるジュースの種類と内訳が異なります)

5 種類のりんごジュース
各品種バラエティー 20 本セット

(株)青森リンゴ加工
りんごジャム(370g×4缶)、いちごジャム(370g×1缶)、

りんごスライスジャム(370g×4缶)

ジャム 3 種セット

常盤加工販売組合
常盤産福地ホワイト六片を使用した
熟成黒にんにく(100gパック×5個)

黒にんにく

常盤加工販売組合
高品質な常盤産ニンニクを

2kg箱詰

常盤産ニンニク
無選別　バラ 2kg

常盤加工販売組合
常盤産の熟成黒ニンニクを

使用したペースト(70g入り瓶×5本)

黒にんにくペースト
(70g 入り瓶 )

㈱テラスビジョン櫛引農園
贈答用サンふじ 5玉＆王林 4玉 計9玉、完熟りんごジュース
(サンふじ)500ml×1、完熟りんごジュース(王林)500ml×1

特選サンふじ＆王林 りんごと
完熟りんごジュース詰め合わせ

召しませ林檎
アスパラガス(1kg)と

りんごファミリードレッシング(2本)

ご近所おすそ分けパック

常盤加工販売組合
常盤産の熟成黒にんにくを

使用したペースト(150g入り瓶×2本)

黒にんにくペースト
(150g 入り瓶 )

常盤加工販売組合
黒ニンニク(100g×2)、黒ニンニクペースト

(70g×2本)、ニンニク塩パウダー(45g×2本)

常盤産ニンニク
加工品詰合せ

りんごのほかにも魅力の特産品がいっぱい ようこそ！ふじさき食彩テラスへ

●ふじさきのおみやげ品３種セット
　トマトみそ(110g瓶)×2本、ＳＯＹナッツ(100g瓶)×2本、
　マイヤーレモンとりんごのジャム(120g瓶)×2本のセット。
●りんごケーキ５個セット　りんごケーキ(3本入り)の5箱セット。

　ふじさき食彩テラスでは、新鮮で安全な農産物のほか、オリジナル商品・お土産等も販売。
藤崎町ならではの料理やスイーツを味わえるカフェ・ビュッフェレストラン、
藤崎町の観光スポットや周辺地域の情報を
お知らせする観光案内所を備えています。
　お買い物、お食事、観光も楽しめる
藤崎町の拠点施設です。

観光案内所

新たに仲間入りした“ふじさきのおみやげ”
①トマトみそ
　町内産の濃厚トマトと味噌の万能調味料！
②ＳＯＹナッツ
　町内産大豆に小エビとネギの風味がアクセント！
③マイヤーレモンとりんごのジャム
　まろやかな酸味のレモンとりんごの果実が絶妙な美味しさ！
④りんごケーキ
　セミドライりんごの食感が美味しい！(３本入り）

④
(株)中村醸造元

津軽生醤油(180ml×2袋)、減塩昆布しょうゆ(1ℓ×1本)、
昆布八方(1ℓ×1本)、三柑種ぽんずしょうゆ(300ml×2袋)

まるごと津軽の
こだわり 4 種セット

① ② ③

寄附された方へのお礼

寄附金　10,000円

(株)中村醸造元
つがるロマン(5kg×1袋)、昆布八方(1ℓ×1本)、減塩昆布しょうゆ(1ℓ×1本)、
三柑種ぽんずしょうゆ(300ml×3袋)、しょうゆコンブ(200g×3袋)

津軽がぎっしりつまった
バラエティセット




